
広 告 原 稿 

 

①広告主名 

株式会社世界思想社教学社 

 

②著作物等のジャンル 

言語・写真の著作物 

 

③著作物等の概要 

大学入試問題に使用された英文および和文および写真 

 

④連絡先 

 社名 株式会社世界思想社教学社         担当者名 編集部ライツ管理担当 石井 

住所 〒606-0031 京都市左京区岩倉南桑原町56 

 TEL 075-721-6535               FAX 075-712-2550 

 E-mail chosaku@ss-kg.jp 

 

⑤詳細 

弊社では、大学入試シリーズ（通称：赤本）や，過去の大学入試問題を扱った入試問題集を刊行するにあたり、

入試問題に使用された著作物の著作権者に許諾を得て掲載を行っております。しかし、最大限の調査を行いまし

ても著作権者の方の連絡先が判明しない場合があり、そのような場合には情報提供を求めております。 

つきましては、別紙に掲載しました大学入試問題について、著作権者、著作権継承者、または著作権者の連絡

先に関する情報をお持ちの方は、上記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

なお、別紙「著作物一覧」のうち、16・22・23・24・25・26・27・30・33・42の詳細情報の以下の通りです。 

 

16．一橋大学の入試問題に使われた『彩色年代記』の翻訳文について、翻訳者に関する情報を捜してお

ります。 

22．青山学院大学の入試問題に使われた英文（https://www.peta.org.uk/action/what-is-animal-rights/）

について、権利者に関する情報を捜しております。 

23．『Broadcast journalism;: An introduction to news writing, (Communication arts books) 1st 

Edition』（1971年、Hastings House）の著者であるMark W. Hall氏の連絡先に関する情報を捜して

おります。 

24．『経験と言語』（1975年、東京大学出版会）の著者である黒田亘氏の著作権継承者（黒田至氏である

と思われます）の連絡先に関する情報を捜しております。 

25・26．『よくわかる俳句歳時記』（ナツメ社、2010年9月14日刊行）に収録の、植村通草氏の作品（p.640）、

菖蒲あや氏の作品（p.195）について、権利者の連絡先に関する情報を捜しております。 

27．東京家政大学の入試問題に使われた津田清子氏の俳句について、権利者に関する情報を捜しており

ます。 

30．立教大学の入試問題に使われた英文（http://hoaxes.org/archive/permalink/the_disumbrationist_sc

hool_of_art）について、権利者に関する情報を捜しております。 

33．『Listening to America: an illustrated history of words and phrases from our lively and splendid 

past』（1982年、Simon & Schuster）の著者であるStuart Berg Flexner氏（1990年没）の著作権継

承者に関する情報を捜しております。 

42．近畿大学（医学部）の入試問題に使われた英文（https://futurism.com/ai-medicine-doctor）につい

て、権利者に関する情報を捜しております。 
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【著作物一覧】

大学入試問題に出題された，以下の英文および和文の著作権者，著作権継承者に関する情報を求めています。

番号 大学名 年度 実施日 種類 科目 大問 タイトル 著作者等 書き出し（または概要）
著作物

の
ジャンル

1 一橋大学 2014 2014/02/25 前期日程 英語 2 （不明） （不明） Just as it is now, mid-twentieth 英文

2 一橋大学 2014 2014/02/25 前期日程 英語 5-A （不明） （不明） Crows are very misunderstood birds: 英文

3 一橋大学 2014 2014/02/25 前期日程 英語 5-B （不明） （不明） Perhaps you have heard ot the term 英文

4 一橋大学 2015 2015/02/25 前期日程 英語 5-A （不明） （不明） We often think that time is a universal 
concept

英文

5 一橋大学 2015 2015/02/25 前期日程 英語 5-B （不明） （不明） Alex was thirty-one years old when he died. 英文

6 一橋大学 2016 2016/02/25 前期日程 英語 5-A （不明） （不明） Today, we use soap every day when we take 英文

7 一橋大学 2016 2016/02/25 前期日程 英語 5-B （不明） （不明） Oxford University, in England, is old. Really, 
really old.

英文

8 一橋大学 2017 2017/02/25 前期日程 英語 5-A （不明） （不明） A transgender person is someone 英文

9 一橋大学 2017 2017/02/25 前期日程 英語 5-B （不明） （不明） What is a Zombie? A 英文

10 一橋大学 2018 2018/02/25 前期日程 英語 5-A （不明） （不明） A cheese sandwich is simply one 英文

11 一橋大学 2018 2018/02/25 前期日程 英語 5-B （不明） （不明） Hardly anyone thinks of chickens as 英文

12 一橋大学 2019 2019/02/25 前期日程 英語 4-1 （不明） （不明） 写真（海辺に座る老人とティッシュの箱） 写真

13 一橋大学 2019 2019/02/25 前期日程 英語 4-2 （不明） （不明） 写真（広大な土地に張り巡らせれた有刺鉄
線）

写真

14 一橋大学 2019 2019/02/25 前期日程 英語 5-A （不明） （不明） I'm sure you know what 英文

15 一橋大学 2019 2019/02/25 前期日程 英語 5-B （不明） （不明） Scholars have been debating the 英文

16 一橋大学 2019 2019/02/25 前期日程 世界史 1 彩色年代記 （不明） 主の生誕より400年あまり 和文

17 神戸大学 2014 2014/02/25 前期日程 英語 4 （不明） （不明） There are several disadvantages with 英文

18 神戸大学 2016 2016/02/25 前期日程 英語 3 （不明） （不明） The living room is full of people and the din 
of many

英文

19 青山学院大学 2017 2017/02/18 法A、国際政治経済A・B方式 英語 2 （不明） （不明） Not so long ago, the number of billionaires 
whose combined wealth

英文

20 青山学院大学 2017 2017/02/14 文（英米文B・C、仏文B、日文A方式、
史）、社会情報A・B方式

英語リス
ニング

A-1 （不明） （不明） The word "university" comes from 英文

21 青山学院大学 2017 2017/02/14 文（英米文B・C、仏文B、日文A方式、
史）、社会情報A・B方式

英語リス
ニング

A-2 （不明） （不明） Part of the knowledge generated 英文

22 青山学院大学 2019 2019/02/13
一般入試　個別学部日程　文（英米文
A、仏文Ａ、日文B方式、比較芸術）、教
育人間科

英語 2 PeTAUK （不明） The concept of animal rights 英文

23 青山学院大学 2019 2019/02/14
一般入試　個別学部日程　文（英米文
B・C、仏文B、日文Ａ方式、史）、社会情
報Ａ・B方式

英語 1

Broadcast journalism;: An 
introduction to news 
writing, (Communication 
arts books) 1st Edition

Mark W. Hall To echo a popular slogan, 英文

24 中央大学 2019 2019/02/13 商（経営、金融）　一般入試・センター併
用

国語 2 経験と言語 黒田　亘 「他人のこころ」という表題のもとで 和文

25 東京家政大学 2018 2018/01/28 一般統一地区（大学・短大） 国語 2-2 よくわかる俳句歳時記 植村　通草 （俳句） 和文

26 東京家政大学 2018 2018/01/28 一般統一地区（大学・短大） 国語 2-5 よくわかる俳句歳時記 菖蒲　あや （俳句） 和文

27 東京家政大学 2019 2019/02/04 一般入試1期　大学・短大 国語 2-9 （不明） 津田　清子 （俳句） 和文

28 立教大学 2018 2018/02/13
個別学部日程 経済(経済、会計
ﾌｧｲﾅﾝｽ)、観光(観光)、ｺﾐｭﾆﾃｨ福祉
(ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ)

英語 5 （不明） （不明） My nine-year-old son ran 英文

29 立教大学 2019 2019/02/14 個別学部日程　社会、ｺﾐｭﾆﾃｨ福祉（福
祉）、現代心理（映像身体）

英語 5 （不明） （不明） The clue to the mystery 英文

30 立教大学 2019 2019/02/11 個別学部日程 文 英語 1 The Museum of Hoaxes （不明） Los Angeles resident Paul Jordan 英文

31 立教大学 2018 2018/02/09 個別学部日程　理学部 英語 4 （不明） （不明） The Ogura Hyakunin Isshu is a 英文

32 関西学院大学 2017 2017/02/07 学部個別日程　社会・法 英語 2 （不明） （不明） It has been said that 英文

33 関西学院大学 2019 2019/02/07 学部個別日程　社会・法 英語 2

Listening to America: an 
illustrated history of words 
and phrases from our lively 
and splendid past

Stuart Berg 
Flexner

Coffee and tea are relatively 英文

34 関西学院大学 2017 2017/02/04 学部個別日程　経済・国際・人間福祉 英語 3 （不明） （不明） I grew up in a small 英文

35 関西学院大学 2017 2017/02/06 学部個別日程　神・商・教育（文系）・総
合政策（文系）

英語 2 （不明） （不明） Sleep is crucial to our 英文

36 関西学院大学 2018 2018/02/03 学部個別日程　文 英語 1 （不明） （不明） Many people neglect to get enough sleep 英文

37 関西学院大学 2018 2018/02/03 学部個別日程　経済（理系型）・教育（理
系型）・総合政策（理系型）・理工

英語 1 （不明） （不明） Many people neglect to get enough sleep 英文

38 関西学院大学 2018 2018/02/01 全学日程 英語 3 （不明） （不明） Expressions of gratitude, such as 英文

39 関西学院大学 2019 2019/02/02 全学日程 英語 3 （不明） （不明） There are many reasons for reading 英文

40 関西学院大学 2017 2017/02/05 関学独自方式日程 英語 3 （不明） （不明） A good memory is essential not 英文

41 近畿大学 2018 2018/01/27 一般入試前期A日程 英語 2 （不明） （不明） Since the end of the 英文

42 近畿大学 2019 2018/11/18 推薦入試（１次） 英語 5 Futurism Abby Norman A new kind of doctor 英文

43 龍谷大学 2017 2017/01/30 一般入学試験A日程 英語 2 （不明） （不明） Music  has been used to 英文

44 龍谷大学 2019 2019/01/30 一般入学試験A日程 英語 2 （不明） （不明） Expressions on the face are the 英文

連絡先：



株式会社 世界思想社教学社

編集部　ライツ管理担当

〒606-0031

京都市左京区岩倉南桑原町56

電話番号：075-721-6535

E-mail:chosaku@ss-kg.jp

電話受付時間　9:00～17:30（月曜～金曜）


